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PUBLIC INFORMATION

お持ち帰り用の市報を、地区公民館などに
設置しております。どうぞご利用ください。

鳥取市の人口

　男　：  92,611人  ［-  13］

　女　：  99,578人  ［-  36］

合　計：192,189人  ［-  49］

世帯数： 78,658    ［+  58］

　平成27年6月1日現在［　］内は前月比

鳥取市役所　
 0857ー22ー8111㈹
 0857ー20ー3040

〒680ー8571
（郵便物は郵便番号と課名のみで届きます）
本 庁 舎　尚徳町116番地　
第二庁舎　上魚町39番地
駅南庁舎　富安二丁目138番地4

各総合支所　

国府  0857ー39ー0555
福部  0857ー75ー2811
河原  0858ー76ー3111
用瀬  0858ー87ー2111
佐治  0858ー88ー0211
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鹿野  0857ー84ー2011
青谷  0857ー85ー0011鳥取市ホームページアドレス　

http://www.city.tottori.lg.jp/
音声読み上げなどの支援機能があります
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〜スペシャルサイトに「投稿機能」を追加します〜

　昨年 7 月 4 日に開設した「すごい！鳥取市」スペシャルサイト
へのアクセス数が 10 万件を突破しました！サイトオープン１周
年を記念し、7 月 3 日からサイトに「投稿機能」を追加します。
　みなさんの選ぶ「すごい！」がサイトで紹介されるカモ・・・
　この機会に情報をどしどしお寄せください！※掲載には審査があります

　スペシャルサイトで紹介している「すごい！」100 ネタを、気鋭の
写真家 / 浅田政志氏が撮りおろし！鳥取市の食や自然の魅力とともに、
地元で暮らすみなさんの息づかいが感じられる作品に仕上げます。

※バナー画像イメージ

◆投稿機能利用方法
①「すごい！鳥取市」スペシャルサイト TOP ページのバナーをクリックし、
　投稿ページに進みます。
②ニックネーム、メールアドレス、紹介文（200 字以内）、撮影場所を記入し、
　写真（1 投稿につき 1 画像、5MB 以内）を添付
③利用規約をよくご確認のうえ「投稿する」ボタンをクリックして完了
　※毎月 20 日までの投稿を審査し、通過すれば翌月に掲載されます。

◆「すごい！鳥取市」撮影会、モデル募集中！！
撮影期間　7 月 21 日（火）〜 30 日（木）   ※日時は個別に連絡のうえ調整します
募集対象・人数など

すご！ネタ 撮影場所 募集対象 募集人数
個人でも乗れるイカ漁船がお手
軽すぎてすごい！ 鳥取港 20 代の交際中の男女 　1 組

鳥取 - 羽田が実は 1 日 5 便ある
鳥取砂丘コナン空港がすごい！

鳥取砂丘コナ
ン空港 小学校低学年の男の子 　1 人

歩くたびに音が鳴る砂浜がすごい！ 井手ケ浜海岸 1 〜 2 歳の幼児 　2 人
ハンバーガーが1日1個無料にな
る、とりっこカードがすごい！

マクドナルドカ
インズモール店

子どもが 3 人以上い
る家族 　1 家族

苗木の無料配布もある花・木の
まつりが、すごい！ 若桜街道 30 〜 50 代女性 　8 人

※応募者多数の場合は抽選、撮影日時は抽選後連絡のうえ調整します
※報酬はありません。原則、現地集合現地解散とします
応募方法　はがきに住所、氏名（未成年者の場合は保護者氏名も記入）、年齢、
　　　　　性別、電話番号（携帯電話番号）、応募希望ネタを記入のうえ、
　　　　　下記応募先まで　　※公式ホームページからも応募できます
応募期限　7 月 13 日（月）必着
応 募 先　〒 680-8571 鳥取市尚徳町 116
　　　　　鳥取市役所 3 階広報室「すごい！鳥取市」係

公式フォトガイドブック
今秋発売予定！

あなたの 　を大募集！

　若手写真家の登竜門である木村伊兵衛写真賞
の受賞を機に、国内外で幅広く活躍中。浅田政志、
梅佳代、川島小鳥が写真界の若手御三家と言わ
れる。
　「浅田家」「南予写真 NANYO」「くまモン、どこ行
くの？」など出版する写真集はどれも話題となっ
ている。ローカルに根付く人たちにフォーカスす
ることをライフワークとしており、その視点は温
かみと、その地域に新しい視点を持ち込み、地域
活性化につながる作品を生み出している。
　現在、東北での写真洗浄プロジェクトを取材
した軌跡である、“アルバムのチカラ”も話題に
なっている。
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問 本庁舎広報室   0857-20-3159   0857-20-3056

今月の表紙

熱戦始まる！

　市制 70 周年事業として昭和 33 年から始まった市
民体育祭の総合開会式が 6 月 14 日に市民体育館で行
われました。
　第 58 回目を迎えた市民体育祭は、市民の体力の増
進、健康な生活づくりが営めることを目的としていま
す。校区対抗で多種目、長期間にわたり得点を競う市
民体育祭は全国でも珍しく、本市が全国に誇る市内最
大のスポーツ行事へと発展してきました。
　市内の 44 の小学校区を人口規模により A 〜 C の 3
つのグループに分け、それぞれのグループ内で順位を
競う小学校区対抗形式で、5 月
10 日のソフトボール競技予選
から、10 月 12 日体育の日に
行われる陸上競技まで、約 5 カ
月にわたって開催します。
　学生を除くアマチュア競技者
であれば参加できます。みんな
でスポーツに汗を流し、交流を
深めましょう。 力強く選手宣誓！


